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報 

一時保育サービス事業を 

はじめます 
 

市内の認可保育園６か所で実施して

いた「緊急保育サービス事業」を、 

平成20年度から「一時保育サービス

事業」に名称を変更して実施します。 

＊保護者が傷病・災害・事故・冠婚 

葬祭等の事由で緊急に保育を必要と 

するときのためのサービスです。 
 

問 市福祉事務所 内線1576 

５月１日から７日までは憲法週間です 
 

基本的人権の尊重は日本国憲法の重要な柱の

一つであり、すべての人の人権が尊重される 

社会が実現されなければなりません。 

憲法週間にあたり、身近で起こる差別や偏見

について一人ひとりが考え、人権尊重の意識を

高め、豊かな人間関係をつくりましょう。 
 

《世界人権宣言６０周年》 

育てよう 一人一人の 人権意識 

－思いやりの心・かけがえのない命を大切に－ 
 

問 水戸地方法務局下妻支局 43-3935 

       市福祉事務所人権推進室 内線1583  

調理技術技能評価試験の案内 
 

調理技術技能評価試験は、調理師のステップアップのために国家

試験として設けられた制度です。 
 

■受験資格 実務経験年数のうち調理師の免許を有していた期間が

３年以上で、その他実務経験年数の規定があります。 

問 （社）調理技術技能センター 03-3667-1867 

ＡＥＤ （自動体外式除細動器） の設置状況 
 

AEDは、心臓麻痺などの状態になったときに、心臓に対して電気

ショックを与え、救命率を上げる専用機器です。 

現在市内では、消防署・市役所・中学校等19か所の公共施設に

21台設置してあります。４月以降には市内の小学校10校にも設置

されます。 

もしもの場面で、救急車が到着するまでには平均で６分以上かか

るといわれています。AEDは操作方法を音声でガイドしてくれる 

ため一般市民の方も使用できますが、その場合には、心肺蘇生法を

合わせて行う必要があります。普段から救命講習を受けAEDの使用

方法を覚えておくと良いでしょう。 

＊AED設置公共施設は、｢下妻市保健センター予定表｣に掲載して 

あります。 

＊３月21日から次の施設にも設置されました。 

・市心身障害者福祉センターひばりの  

     44-3197 ［下木戸493-6］  

・市社会福祉協議会ケアセンター  

     44-6993 ［別府545］ 
 

問 市保健センター 43-1990 

  前期 後期 

実施調理作業 
すし料理、中国料理 

給食用特殊料理 

日本料理、西洋料理 

麺料理 

受験案内及び 

受験 申 請 書の

請求 

３月19日（水）～ 

４月23日（水） 

＊消印有効 

８月21日（木）～ 

９月24日（水） 

＊消印有効 

受験 申 請 書の

受付 

４月３日（木）～５月

２日（金）＊消印有効 

９月４日（木）～10月

３日（金）＊消印有効 

実技試験日 

７月26日（土）～ 

８ 月 22 日（金）の 間

で指定する日 

21年１月10日（土）～

２月20日（金）の間で

指定する日 

学科試験日 ７月28日（月） 21年１月11日（日） 

消防署からのお知らせ 
 

●茨城西南地方広域市町村圏事務組合の

火災予防条例により、平成18年６月１日 

から新築住宅への住宅用火災警報器等の

設置が義務付けられています。 

●既存住宅については、平成23年６月１日から設置が 

義務となります。 

●住宅用火災警報器等を設置する場所は、寝室や階段  

です。 

●設置する警報器の種類は、「煙式」のものです。 

●住宅用火災警報器等は、「ＮＳ」マークのある商品の 

購入を推奨します。 

●住宅用火災警報器等の購入は、最寄りの防災機器販売 

業者またはホームセンター等で取り扱っています。 

●悪質な訪問販売等には、十分ご注意ください。 
 

問 下妻消防署 43-1551 

母子・父子家庭児童 学資金 

制度をご存じですか 
 

 この制度は、事故や疾病、離婚また

はその他の事由により、母子・父子 

世帯となった家庭、あるいは両親の 

いない児童の養育者に対し、義務教育

（小中学校）課程の児童を対象に支給

される、市独自の制度です。 
 

■支給額  

 対象児童１人につき 月額3,000円 

■支給月 ４月、７月、10月、１月  

＊指定金融機関に振込みになります。 

＊申請が済んでいない方は、福祉事務

所（第二庁舎１階）で手続きをして 

ください。 

＊手当は申請月分からの支給となり 

ます。 

■申請時に必要なもの 

・戸籍謄本 

・印鑑 

・申請者名義の通帳（郵便局を除く） 

＊既に受給されている方は現況届の 

提出が必要となります。個別通知を 

送付しますので必ず提出してくだ  

さい。（届出がないと次期手当から 

受給できなくなります） 
 

問 市福祉事務所 内線1577 

茨城労働局雇用均等室 

相談窓口 
 

 職場での男女差別・トラブル、

一人で悩まないで！ 

 こんな時、迷わず相談してくだ

さい。 

「職場、求人で性別による差別を

受けた」 

「妊娠・出産等を理由に、解雇 

など不当な扱いを受けた」 

「セクハラを受けた。今、職場で

のセクハラで悩んでいる」など 
 

相談窓口 茨城労働局雇用均等室 

     029-224-6288 

中小企業者のための 

「下請かけこみ寺」 
 

［相談窓口の設置］ 中小企業者

の取引に関する様々な悩み等を 

専門家が相談にのり適切なアド 

バイスをします。 

［紛争解決］ 中小企業が抱える

取引に係る紛争を迅速かつ簡便に

全国の登録弁護士が中小企業の 

身近なところで解決します。 

［下請適正取引ガイドラインの 

普及啓発］ 中小企業者に対する

ガイドラインの説明会を業種毎に

開催するなど、普及啓発を図り 

ます。 
 

相談窓口  

（財）茨城県中小企業振興公社 

   029-224-5317 

区分 日時 場所 問い合わせ 

心 配 ご と 

相 談 

５ 月 13 日・20 日・27 日

（火曜日） 

午後１時30分～３時30分 

受付 午後１時15分～３時 

＊法律相談は13日と27日

（予約制） 

下妻公民館 

２階 

小会議室 

市社会福祉  

協議会 

44-0142 
  

行政相談 

５月９日（金）  

午後１時30分～３時30分 

千代川公民館 

１階 

小会議室 
市秘書課 

内線1212 
５月16日（金） 

午後１時30分～３時30分 

下妻公民館 

１階 和室 

人権相談 

 

困りごと 

５月23日（金） 

午後１時30分～３時30分 

下妻公民館 

１階 和室 

市人権推進室 

内線1583 

納税相談 

夜間納税相談 

５月１日（木） 

午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 

５月25日（日） 

午前８時30分～午後５時 

本庁舎 １階 

収納課 

市収納課 

内 線 1363

～1365 

 案 内 



健診名 特定健康診査 基本健康診査 

年齢 40～74歳 39歳以下 75歳以上 

身体計測 ○ ○ ○ 

血圧測定 ○ ○ ○ 

腹囲測定 ○ ○ × 

尿検査 ○ ○ ○ 

血
液
検
査 

血中コレステロール ○ ○ ○ 

肝機能 ○ ○ ○ 

血糖 ○ ○ ○ 

貧血 ○ ○ × 

尿酸 ○ ○ × 

眼底検査 ○ ○ × 

心電図検査 ○ ○ × 

健診自己負担金 1,000円 1,000円 無料 

特定健康診査・基本健康診査 
 

平成20年度の健診を次のように実施します。 

＊医療制度改革により、健診の内容が変わります。 
 

ポリオ予防接種 
 

●日時 ５月１日（木） 

受付時間：午後２時～２時30分 

●ところ 保健センター 

●持参する物 受診券、予診票（責任を持って記入 

してください）、母子健康手帳、体温計（体温は接種

会場で測ってください）  

●該当者 生後３か月から90か月（７歳６か月）未満

で、２回の投与が済んでいない子 

＊ポリオワクチンは免疫をつけるため、２回の投与が

決められています。 

＊ Ｂ Ｃ Ｇ 接 種（医 療 機 関 で 接 種）を 先 に 受 け ま  

しょう。 

＊接種間隔に注意しましょう！ 

・ポリオの１回目と２回目の間隔は、６週間以上  

あける。 

・ＢＣＧ、ポリオ、麻しん風しん混合を受けた場合 

 →次の接種は、27日以上あける。 

・三種混合を受けた場合 

 →次の接種は、６日以上あける。 

＊おたふくかぜ・水ぼうそう・突発性発疹にかかった

場合、治ってから４週間以上あけないと予防接種を 

受けることができません。 

＊受ける前には「予防接種と子どもの健康」などを 

よく読んで、予防接種の効果や副反応について十分 

理解し納得してから受けましょう。 
 

問 市保健センター 43-1990 

脳検診の補助 
 

 脳疾患の早期発見と脳疾患予防を目的として、 

検診料の２分の１（限度額25,000 円）を補 助    

します。 
 

◆対象者 

下妻市に住民登録をしている40歳以上の方で、 

次の条件に該当する方 

・医療機関で脳検診を受診し、受診料が健康保険 

対象外の方 

・市税等を滞納していない方 

◆受付期間 

５月１日～平成21年３月31日（土・日・祝祭日を

除く） 

◆手続き方法 

・保健センターに直接お申し込みください。（印鑑

をご持参ください） 

・病院・医院等で検診を受ける。 

・受診後、20日以内に病院・医院等が発行した 

領収書原本･印鑑・口座番号のわかるものを持参し

補助金申請をしてください。 

◆その他 

・脳検診とその他の検査を合算した領収書をお持ち

になる方は、脳関連検査のみが対象になりますの

で、内訳がわかる領収書をご持参ください。受付 

人数は予算の範囲内です。  
 

問 市保健センター  

       43-1990  内線1552～1553 

 

高齢者の方がいつまでも元気で 

楽しく過ごせるよう、介護予防事業

として、各地区で毎月１回体操教室

を開催します。（６月開始） 

体操は、楽しくお家でも手軽に 

できる軽運動です。（約１時間） 

65歳以上の方なら、どなたでも 

参加できます。 
 

●募集人員 20名程度（各地区） 

●持ち物 汗拭き用タオル・体育館

履き・水やお茶などの飲物 

●参加費 300円程度（保険代） 

●申込締切 ４月30日（水） 

＊老人クラブに入っている方は、 

各老人クラブ会長にお申し込みくだ

さい。 
 

問 申 市介護保険課  

     内線1532 

 40歳から74歳の国民健康保険

の方を対象に「特定健康診査」を

実施します。国保以外の方は、 

加入している医療保険者（健康 

保険組合等）にご確認ください。 
 

39歳以下及び75歳以上の方

は、「基本健 康診 査」となり、 

国保以外でも受診できます。健診

は平成21年3月31日における 

年齢で実施します。今年度75歳

になる方は、健診受診日の年齢に

より、内容や自己負担金等が異な

りますので、ご確認ください。 
 

 

●健診日程（4月・5月） 

 

＊健診会場が昨年度と変更になっている地区があります。 

 混雑を避けるため地区を指定していますので、ご協力をお願いします。 

月日・曜日 会場 
受付時間／実施地区 

 午前９：30～11：30  午後１：30～３：00 

4月21日 月 やすらぎの里しもつま 大園木・伊古立 鯨・長萓 

22日 火 別府コミュニティセンター 別府 村岡・五箇 

  23日 水 千代川保健センター 原 田下・下栗 

  24日 木 千代川保健センター 鎌庭西・鎌庭東 鎌庭新宿・羽子 

  25日 金 千代川保健センター 皆葉 鬼怒・見田・唐崎 

  30日 水 千代川保健センター 本宗道 宗道・渋田 

5月12日 月 騰波ノ江市民センター 数須・下田・貝越・中郷・宇坪谷 神明・下宮・筑波島 

  13日 火 騰波ノ江市民センター 若柳本田・久目・東宿・下宿 若柳上宿・西宿・福代地・牧本 

  14日 水 上妻市民センター 桐ケ瀬・前河原 南原・尻手・渋井・赤須 

  15日 木 上妻市民センター 黒駒（河岸を除く）・柴 半谷 

  16日 金 上妻市民センター 大木 黒駒河岸・平方・江・関本下 

問 国民健康保険の資格等 市保険年金課 内線1517    健康診査の内容等 市保健センター 内線1553 

＜受診券＞ 

・40歳から74歳の国民健康保険の方には、

健診日の2週間前に送付します。 

・39歳以下及び75歳以上の方は、平成19

年度の健診を受診した方に送付します。 

・新たに希望する方は、保健センターに 

お申し込みください。 

＊次の検診は、国民健康保険以外の方も希望により受診でき

ますので、受付時にお申し込みください。 

・結核検診（39歳以下）・・・・・・・・検診料700円 

・前立腺がん検診（50歳以上の男性）・・検診料500円 

・肺がん検診（40歳以上）・・・・・・・検診料300円               

・肝炎ウイルス検査（40歳の方）・・・・検査料500円 

・肺がん喀たん検査・・・ 容器代300円、検査料500円 

●日程  

地区 場所 開催日 時間 

下妻 下妻公民館 毎月１回・金曜日 午後１時30分～ 

大宝 大宝公民館 毎月１回・金曜日 午前９時30分～ 

騰波ノ江 
騰波ノ江市民セ

ンター 
毎月１回・金曜日 午前９時30分～ 

上妻 
上 妻 市 民 セ ン

ター 
毎月１回・火曜日 午前９時30分～ 

総上 働く婦人の家 毎月１回・水曜日 午後１時30分～ 

豊加美 
豊加美市民セン

ター 
毎月１回・火曜日 午前９時30分～ 

高道祖 
高道祖市民セン

ター 
毎月１回・火曜日 午前９時30分～ 

千代川 
ほっとランド・

きぬ 
毎月１回・水曜日 午前９時30分～ 

にこにこ体操教室に参加しませんか 

保 健 健康診査 

健 康 
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連盟杯ソフトテニス大会 
／第６回 
 

●日時 ５月３日（土） 

    ８時30分集合 

＊雨天の場合 ５月４日（日） 

●場所   

 市営柳原球場テニスコート 

●試合種目  

・一般男子の部、シニア男子の部 

・一般女子の部、ママさんの部 

・ジュニア（小学生）の部 

●参加資格 市内在住・在勤、 

又は市ソフトテニス連盟に加入 

している人 

●試合方法 ダブルスによるリー

グ戦およびトーナメント戦 

●参加費 １チーム2,000円 

     小学生は1,000円 

●申込締切  

 ４月24日（木）必着 
 

問 申  

下妻市市ソフトテニス連盟事務局 

 （宮本） 44-2805 

 （落合） 44-6225 

市民ソフトテニス 

（軟式テニス）教室 
 

初め ての 方から 経験者 まで、 

ソフトテニスを気軽に親しみ、 

健康増進を図ることを目的にテニ

ス教室を開催します。経験の有無

は問 いません。お気軽 にご参加 

ください。 
 

●日時 ４月６日（日）～11月

30日（日） 毎週日曜日  

＊雨天中止 

午前９時30分～正午 

（初心者、初級・中級者） 

午後１時～３時（上級者） 

●場所  

 市営柳原球場テニスコート 

●対象者 市内在住・在勤の小学

生から中高年までの方および市内

ソフトテニスクラブに加入して 

いる方 

●参 加費 年間大 人2,600 円、 

子供2,100円（スポーツ安全保険

加入料を含みます） 

●用意する物 ソフトテニス用 

ラケット、テニスシューズ、運動

できる服装 
 

問 申  

下妻市ソフトテニス連盟事務局 

（宮本） 44-2805  

（落合） 44-6225  

    携帯090-1057-3081 

＊当日会場でも受け付けます。 

 
下妻市ソフトテニス連盟  

会員募集 
 

 学生時代にソフトテニス部で 

活動した方、市民ソフトテニス 

教室を卒業した方などで、レベル

アップを目指したい方、ぜひご入

会 く だ さ い。あ の こ ろ を 振 り  

返 り、も う 一 度、汗 を 流 し ま  

しょう。 
 

●定期練習日  

・毎週金曜日 午後７時～９時 

 砂沼サンビーチテニスコート 

・毎週日曜日 午後１時～３時 

 市営柳原球場テニスコート 
 

問 申  

下妻市ソフトテニス連盟事務局 

 （宮本） 44-2805 

 （落合） 44-6225  

木目込人形クラブ 

「蕾会」 会員募集 
 

会員を随時募集していま

す。初心者大歓迎です。 
 

●会費 無料（材料費のみ

実費） 

●道具 下妻公民館に用意

してある物を一時借用 

●教室  

・日時 毎月第３水曜日 

          午前９時30分～ 

             11時30分 
 

・場所 下妻公民館 
 

問 木目込人形クラブ代表 

（大島） 43-6547 

シルバー人材センターの会員になりませんか 
 

全国で約77万人もの会員が、豊富な経験・能力を活かし元気に 

活躍しています。健康で働く意欲のある60歳以上の方（原則）なら

どなたでも入会できます。 
 

シルバー人材センターとは 
●高齢者にふさわしい仕事を家庭・企業・公共団体等から引き受け、

会員に提供する県知事許可の公益法人です。 

●会員の『自主・自立』『共働・共助』を理念とした組織で会員自ら

役員を選び、組織や事業運営に参画します。 

●就業や収入の保障はありませんが、各人の希望と能力に応じた働き

方ができます。 

 

シルバー人材センターをご利用ください 
●高齢者の経験・能力を生かせる仕事があるとき 

●臨時の仕事ができて、高齢者に向いていると思ったとき 

●襖・障子・網戸張り、簡単な大工仕事、ペンキ塗り、樹木の手入

れ、除草、草刈、樹木の殺虫剤・除草剤の散布、室内外清掃、軽作業

などをお引き受けします。 
 

問 （社）下妻地方広域シルバー人材センター 44-3198 

「里親さん」を募集しています 
 

さまざまな事情により、自分の家庭

で生活することができなくなった子ど

もを、自らの家庭に迎えて温かい愛情

と真心を込めて育てていただける方を

募集しています。 

 子どもが大好きで、明るく健康的な

ご家庭であれば特別な資格は必要あり

ません。 

多くの皆さんに、里親としてご協力

いただけるようお願いします。 
 

●登録手続きには一定の審査が必要と

なります。 

●子どもの養育をお願いしている  

間は、一定の養育に必要な経費が支払

われます。 
 

問 筑西児童相談所 24-1614 

     市福祉事務所 内線1577 

ハーモニーフライトいばらき

2008参加者募集 
 

 県では、新しい茨城づくりのため

に、男女共同参画推進の核となり、

積極的な活動を展開できる国際的 

視野と指導力を持った人材を育成 

するため、本県女性を海外に派遣 

します。 
 

■研修先 スウェーデン・イギリス 

・男女共同参画に関する視察 

・環境、福祉、教育に関する視察 

・宿泊研修（ホームステイ等） 

■派遣時期 10月22日（水）～10

月30日（木）９日間 

＊この他３回の事前研修と１回の 

事後研修 (いずれも１泊２日) 及び 

報告会を予定 

●参加費 26万円程度（渡航経費の

1/2、事前・事後研修費など）     

●募集期間  

 ４月14日（月）～５月14日（水） 

●募集人員 17名 

●応募資格 平成20年4月1日現在

で30歳以上61歳未満であり、５年

以上県内に居住している女性（県主

催の海外派遣事業に参加経験がある

人、国または地方公共団体の議会の

議員及び公務員は不可） 

▲応募方法 申込書等関係書類を 

市企画課へ提出 

 

＊ 応 募 に あ た っ て は、数 種 類 の  

書類・要件が必要となります。詳し

くは下記までご連絡ください。 
 

問 県女性青少年課  

       029-301-2178 

ホームページ  

 http://www.pref.ibaraki.jp/ 

 bukyoku/bugai/josei/josei.htm          
 

       市企画課 内線1312 

連盟杯争奪／第20回 

ビーチボールバレー大会  

参加者募集 
 

●とき ６月８日（日） 

            午前８時30分 

●ところ 市総合体育館他 

●種目  

・男女混合Ａの部 

 （前回Aのベスト16、Bの１、

２、３位、Cの1位） 

・男女混合Ｂ、Cの部 

 （上記以外のチーム） 

・男女混合シニアの部 

 （男子50歳以上） 

・女子ヤングの部（40歳未満） 

・女子ミドルの部（40歳以上） 

・女子リーダーの部 

 （50歳以上） 

・女子ベストの部（60歳以上） 

＊上限年齢は本年誕生日の人。 

●チーム編成 監督を含めて７名

まで（監督も選手として出場可） 

●参加資格 市内在住・在勤者、

及びこれに準ずるチーム（傷害 

スポーツ保険加入者） 

●参加費  

 １チーム1,000円（会員） 

     1,500円（会員以外） 

＊締め切り後の返却はしません。 

●申込方法 所定の申込書に参加

費を添えて、市スポーツ振興課

（千代川庁舎２階）又は 

市総合体育館窓口（土・日も受け

付 け ま す）ま で 申 し 込 み く だ  

さい。 

●申込締切 ５月９日（金）必着 

●組み合わせ抽選会 ５月16日

（金）午後７時から下妻公民館で

実施。当日の試合会場の説明を 

します。（チーム代表者出席） 

●審判講習会 大会審判の講習会

を６月１日（日）午後７時から 

総合体育館で実施します。（ルー

ルブックをご持参ください） 
 

問 市ビーチボールバレー連盟 

     （粟野） 44-2544 

 

横瀬夜雨記念会  

文学講演会 
 

◆期日    ５月11日（日） 

◆場所    下妻公民館大会議室 

◆時間    午後１時40分 

     （記念会総会終了後） 

◆演題    「手紙の中の夜雨」 

◆講師    横瀬隆雄先生 

     （茨城高専名誉教授） 

◆参加費 無料 
 

問 横瀬夜雨記念会 

  （横瀬） 44-1325 

募 集 

講演会 

募 集 



無料ダンス講習会 
 

 下妻市ダンススポ－ツ連合会で

は、ダ ンス の無 料講 習会 を 開 催 

します。 

 初心者を対象に簡単でやさしく

ダンスの基礎をお教えします。 
 

●日程等   

・時間 午後６時30分～９時 

・会場 市立総合体育館主競技場 

＊開催日時などに変更がある場合

がありますのでご了承ください。 

●申し込み方法等 

・応募資格 原則、市内在住・在

勤 の 初 心 者、年 齢 不 問、夫 婦  

大歓迎 

・用意するもの ダンスシュ－ズ

又 は 上 履 き、飲 み 物、タ オ ル、 

踊りやすい服装。 

・講師 柴田 米子 先生（連合会 

講師） 43-7568 

・受講料 無料 

＊ 希望 者 は、電 話で お申 し 込 み 

ください。当日や途中からの受講

も受け付けます。 
 

問 申 下妻市ダンススポ－ツ

連合会 会長（野村） 43-078６  

回 
月  日 

（曜日） 

内  容 

（予定） 

１ 
５月11日 

（日） ・基本 

・ブル－ス 
２ 

５月18日 

（日） 

３ 
５月25日 

（日） 

・ブル－ス 

・ルンバ 
４ 

６月８日 

（日） 

５ 
６月15日 

（日） 

６ 
６月22日 

（日） 

・ルンバ 

・ワルツ 
７ 

６月29日 

（日） 

８ 
７月６日 

（日） 

９ 
７月13日 

（日） ・ワルツ 

・タンゴ 
10 

７月20日 

（日） 

花とふれあいまつり 

 ＆ 小貝川フラワーフェスティバル２００８ 

ステージ出演団体募集 
 

 ステージに出演する団体を募集します。出演を 

希望する団体はＥメールまたは電話・FAXで４月

25日（金）までにお申し込みください。申込の際

には、団体名・参加者数・代表者の住所・氏名・ 

電話番号・出演内容及び時間を必ずお知らせくだ 

さい。なお、応募団体多数の場合は抽選とします。 
 

「第17回花とふれあいまつり」 
◆出演日時 ５月18日（日）午前10時～午後３時 

◆開催場所 鬼怒フラワーライン 花のステージ 

     （大形橋下鬼怒川河川敷） 
 

「小貝川フラワーフェスティバル2008」 
◆出演日時 ５月24日（土）・５月25日（日） 

 午前10時～午後３時 

◆開催場所  

   小貝川ふれあい公園 イベント広場ステージ 
 

［出演条件］  

・出演者自身で準備進行ができ、諸規則を守れること 

・30分程度を持ち時間とする（準備・撤去含む） 

・電源は主催者が準備する 

・出演時間は、天候及び主催者の都合で変更する 

場合あり 
 

問 申 市商工観光課  

              内線2632 FAX 44-6004 

               Eメールsyouko@city.shimotsuma.lg.jp 

 

下妻母親クラブ会員募集／平成20年度 
 

子育てママ、一緒におしゃべりしませんか！下妻

母親クラブは地域の子供たちの健全育成を目的とし

て、母親たちが企画・運営するクラブ（平成19年

度会員数80組）です。会員が協力し合い、自主的

に楽しく活動しています。育児に役立つ研修・趣味

の講座などを楽しみながら学び、子育ての輪を広げ

てみませんか。会員を下記のとおり募集します。 
 

■全体説明会 ４月15日（火）10：30～ 

                  （受付10：00～）下妻公民館学習室 

■全体総会・入会手続き  

   ４月22日（火）10：30～（受付10：00～） 

   下妻公民館学習室 

＜ゆりかごクラブ＞ 

◆活動日時 毎週火曜日10：30～11：30 

               （夏休み等活動休止期間あり） 

◆活動場所 下妻公民館１階和室等 

◆対象 ０か月～１歳のお誕生月の乳幼児と母親・

子育て支援に興味のある方 

◆会費 親子１組 年会費1,000円 

   （子供２人の場合は1,500円） 

◆保険 年間 大人190円／子供180円 

◆活動内容 赤ちゃんとの室内遊び・講座等 

＜ちょうちょうクラブ＞ 

◆活動日時 毎週火曜日10：30～11：30 

               （夏休み等活動休止期間あり） 

◆活動場所  

   下妻公民館学習室・大宝公民館大会議室等 

◆対象 就園前の幼児と母親・子育て支援に興味の

ある方 

◆会費 親子１組 年会費1,000円 

   （子供２人の場合は1,500円） 

◆保険 年間 大人190円／子供180円 

◆活動内容 季節の行事や体操・工作・趣味の講座 

＜あおむしクラブ＞ 

◆活動日時 不定期火曜日13：00～15：00 

               （夏休み等活動休止期間あり） 

◆活動場所 大宝公民館大会議室 

◆対象 パネルシアターのボランティアに興味の 

ある方 

◆活動内容 パネルシアターの製作・上演等 

◆保険 年間 大人190円 

［各クラブへの申し込み方法］ 

説明会に参加するか、もしくは福祉事務所・下妻 

公民館・大宝公民館・千代川公民館に備えてある 

申込書に、必要事項を記入のうえ４月22日の全体

総会・入会手続きまでに提出してください。なお、

会員は随時募集しています。 
 

＊活動日時・場所等については、変更になる場合が

ありますので、ご了承ください。 
 

問 市福祉事務所 内線1577 

ほっとランド・きぬ  

『春のアクアイベント』 開催 
 

●日時 ５月11日（日） 

    午後１時～３時 

●場所  

  ほっとランド・きぬ 室内プール 

●対象 子どもから大人まで、 

幅広い年齢層の参加可 

＊小学校３年生以下は保護者同伴

となります 

●参加費 無料  

   ＊入館料が必要です 

●内容 

◆水鉄砲で的たおし（大きな水鉄

砲 を う ま く 使 っ て、的 を 倒 そ

う！） 

◆すべって・すべってプールへド

ボ～ ン（大滑り台をう まくすべ 

ろう！） 

◆浮島渡り（丸・三角・四角の浮

島から落ちないように渡ろう！） 

◆ムカデ競争（４人１組、呼吸を

合わせて進もう！） 

◆ ４ 人 ８ 脚 バ タ 足 競 争（４ 人  

一緒、うまく進めるかな？） 

◆水の中でレッツ！ダンスィン

グ！（アニメ・ソングで踊ろう！

お子様の参加大歓迎） 
 

楽しさ盛りだくさんです。お友達

や家族、みんなで遊びに来てくだ

さい。 
 

問 ほっとランド・きぬ  

       30-4126 

図書館 『春の集い』 開催 
 

■開催日 ４月20日（日） 

 ▼10時～ 本のリサイクルフェア 

               （１階交流ホール） 

 ▼10時30分～ おはなし会 

                      （１階児童室おはなしコーナー） 

 ▼14時～ 子ども映画会『ムーミン谷の彗星』 

      （1992年/日本/62分） 

［あらすじ］真っ黒な雲がムーミン谷をおおい黒い

雨を降らせた夜、哲学者ジャコウネズミがムーミン

の家にやってきて言いました。「この世はほろび

る」。ムーミンたちはすっかりおびえてしまい  

ます。真実を知るために旅に出たムーミンたちがた

どりついた天文台で見たものは、不気味に青白い尾

を光らせながら迫ってくる大きな彗星だったので

す…！世界の人気キャラクター「ムーミン」の唯一

の劇場映画版を上映します。 
 

問 市立図書館 43-8811 

小貝川ふれあい公園 

 『春の日の押し花展』 開催 
 

 色鮮やかに咲く花を、押し花絵

にしました。連作「コッツウェル

ズの丘」をはじめ、ブーケやファ

ンタジックな作品もあります。 

 花いっぱいの小貝川、お散歩の

帰りにお立ち寄りください。 
 

●とき ４月26日（土）～ 

    ５月17日（土） 

  午前９時～午後４時30分  

＊５月17日（土）は午後３時まで 

＊入館無料 休館日：４月28日 

       ５月７日・12日 

●ところ ネイチャーセンター 

ギャラリーⅠ 

●共催 堀江とし子と仲間たち 

小貝川ふれあい公園ネイチャー 

センター 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイ

チャーセンター 45-0200 

 

春季 

『都市緑化祭』 
 

 鉢花の無料配布や様々な催物を

実施 します。ご家族み なさんで 

ご来場ください。 

◆とき ４月27日（日） 

    午前10時～午後４時 

◆ところ 砂沼サンビーチ駐車場 

◆内容  

・鉢花、種子、風船、綿あめ等の

配布 

・ヨーヨーつり、金魚すくい 

・ガーデニング教室 

＊無料 
 

問 市都市整備課 内線1723 

写真展  

『心あたたまる 自然の美』 

  開 催 
 

変化に富んだ美しい自然景観

や、自然と人とのふれあいなど、

自然を愛する心が表現された作品

を展示します。ぜひご鑑賞くだ 

さい。 
 

●とき ４月26日（土）～ 

    ５月17日（土）  

  午前９時～午後４時30分 

＊５月17日（土）は午後３時まで 

＊入館無料 休館日：４月28日   

       ５月７日・12日 

●ところ ネイチャーセンター 

ギャラリーⅠ 

●共催 フォトクラブ光風会 

 小貝川ふれあい公園ネイチャー 

センター 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイ

チャーセンター 45-0200 

催 し 募 集 


